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口特集論考口

グリーンインフラとしての水田とEco-DRR
一生態系サービス間シナジーを活用するための道筋一

Utilization of Paddy Field as Green Infrastructure for Eco-DRR 

鎌田磨人＊

Mahito KAMADA 

1 はじめに

広島市豪雨 (2014年8月），関東・東北豪雨 (2015年

9月），北海道豪雨 (2016年8月），北九州豪雨 (2017

年7月），西日本豪雨 (2018年7月）によって，河川氾

濫や土石流による災害が相次いで発生した。これらは，

気候変動による災害リスクの増大を社会に想起させた。

気候変動枠組条約 COP21(2015年 11月）では，温

暖化ガス排出削減等による緩和策に加え，気候変動に伴

う影響への適応策の必要性が示された。そして，国が定

めた「国土強靭化法 (2013年）」，「国土利用計画 (2017

年）」，「気候変動の影響への適応計画（案） (2017年）」

等では，生態系をグリーンインフラ (GI) として活用し，

防災・減災【Eco-DRR:Ecosystem-based Disaster Risk 

Reduction】を推進することが盛り込まれた。そして，

大雨・洪水対策として「流域のもつ保水・遊水機能を確

保するなどの総合的な浸水対策を推進する」こと，すな

わち流域生態系を活用する Eco-DRRの方針が示された。

地方自治体でも，流域生態系を治水に活用する方針が

示されてきている。滋賀県は，「滋賀県流域治水の推進

に関する条例」 (2014年3月交付）において，従来から

の河川整備等に加え，公園やグランド等を用いた降雨の

一時的貯留，洪水発生頻度の高い場所での住み方の工夫

をとおした暴露リスクの回避・低減によって，洪水災害

から生命や財産を守っていく姿勢を示した。

徳島県は，気候変動により発生が懸念される深刻な洪

水等及び渇水から，県民の生命，身体，財産を保護する

ため，「徳島県治水及び利水等流域における水管理条例」

を策定した (2016年 12月交付）。その中で，「農地，森

林等を所有し，又は使用収益する権原を有する者は，そ

の土地が所有する雨水を浸透させ，及び保持する機能の

保全に努める」こと，「県は，流域における生態系の有

する洪水等及び津波による浸水被害を防止し，又は軽減

する機能が持続的に発揮されるよう，生態系の保全及び

再生に資する必要な支援に努める」ことを示した。

このように国や地方自治体は， Eco-DRRの推進に

係る基本方針とともに流域内での雨水の受け皿として

水田が重要だとする認識を示してきている。しかし，そ

の実現は容易ではない。本稿では， GIとは何かを考え

た後に，氾濫原上に作られた水田を GIとして活用しな

がら，その洪水調整能力を発揮させていく 1,2)ための道

筋について私の考えを提示し，そして，現在進めている

研究プロジェクトで得られた成果の一例を示す。

2 グリーンインフラ (GI) とは

“グリーンインフラ (GreenInfrastructure)" を直訳

すると「緑の社会基盤」だ。社会基盤（インフラ）とは，

「人々に，便利な暮らし，安全，良い環境，活力を提供

する施設と，その建設・運用・維持管理システム」を意

味する四「人々が安心• 安全に暮らしてゆくためのサ

ービスを提供するため，建設運用，維持管理のための

費用を投入•投資してきた結果，杜会に蓄積された資本

（＝社会資本）」と言い換えることもできる。

上記概念に即して言うと，グリーン（緑=自然，生態系）

のインフラとは，「人々に，便利な暮らし，安全，良い環境，

活力を提供する生態系と，その連用・維持管理システム」，

もしくは「生態系が，安全• 安心に生活してゆく上で必

要な公共財・資本であることを認識し，維持管理のため

のコストを支払いながら資本（＝自然資本）としての生

態系を運用することで，持続的にサービスを得てゆく仕

組み」である唸

欧州委員会 (EC) では， GIを「自然地，半自然地，

その他の環境保全機能を持つ場を戦略的・計画的にネッ

トワーク化し，農村及び都市の人々が様々な生態系サー

ビスを受け取れるよう，また，生物多様性が保全される

ようデザインし，管理していくこと」と定義している鸞

＊徳島大学大学院社会産業理工学研究部 Graduate School of Technology, Industrial and Social Sciences, Tokushima University 
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囮 1 水田が提供する生態系サービスの社会化

この考え方は，生態系が存在する空間・土地の使い方と

して示したものだ。グ リー ンインフラ研究会 6)が「自然

が持つ多様な機能を賢く利用することで，持続可能な社

会と経済の発展に寄与する土地利用計画」と定義したの

は，このような考え方を踏襲 したものだろう。

GIとして「自然が持つ多様な機能を賢く利用する」

ためには，供給調 整 文 化 基 盤 の 4つの生態系サー

ビス間でシナジー効果を生み出し，それを享受できる仕

組みを作り出さなければならない。さらに，資本（自然

資本）が枯渇 しないよう計画的に運用・管理 していかな

ければならない。そのためのコス トを支払っていく仕組

みも必要だ。

言うまでもなく水田は，農家が稲作を行い，収益をあ

げるようとする場である。その水田で洪水を受け止めよ

うとすることは，農家側からすると受け入れがたいこと

であり，対立を生じさせるだろう。それを乗り越えるた

めには，生産者のみならず消費者をも含む社会全体が，

水田機能の公益性を認識した上で，社会全体で農業を支

援できる仕組みが必要だ（固 1)。

沖積平野氾濫原に作られた水田は，内水・外水を一

時貯留する I.2)。水田は代替氾濫原として，水生・湿生

生物の生息• 生育を支える 7.8)。水田に支えられる生

物たちが付加価値となって米の価値（価格）をあげた

り9, 10)' 観光資源となって地域の価値をあげたりもす

る嗚 これらは，農家のみならず，社会全体が得るサー

ビスだ。これらサービス間の複合的な価値を社会で共有

していくためにも， まずは，水田に賦存する自然資本量

や提供される生態系サービスの「見える化」が必要で

ある。

3 水田が持つ遊水機能の見える化

ー級河川・桑野川に流入する大津田川の流域は，桑

野川の自然堤防による高まりで下流域が閉じられてい

て，椀状の窪地地形となっている（図 2)。集落は椀の
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屈2 対象地域

固3 現状の土地利 (Case0) と宅地開発シナリオ (Case1-3) 121 

周縁部にあり県道が東側と南側の周縁に沿って走る。

2.3k面の椀内の大部分は水田として利用されている（図

3, Case 0)。

Muto et al四 は，この地域において宅地開発が行われ

た時 lmの盛土が行われることを想定し，次の 3つの

シナリオで貯水量がどのように変化するかを見積もった

（図 3)。[Casel]周縁微高地に沿って地域の 20%が宅

地となる， [Case2]県道に沿って地域の 20%が宅地と

なる， [Case3]水田の中心域の 10%が宅地となる。

降雨パタンは， 2015年台風 11号による降雨（図 4)

をモデルとして作成された。すなわち， 7月16日10時

~7月17日7時までの総降雨量 (271mm)が， 1/50年

確率の降雨量 (340mm) となるよう各時間雨量を均等

に増大させ，氾濫解析ソフト (AFREL) に入力された。

その結果現在の土地利用では，最大， 110万 面 の

水を一時貯留できることそして宅地転用された場合，

Case 1 では 91 万 m〗 Case 2では 94万 m3. Case 3で

は90万 m汀こ，貯留量が減少することが明らかにされ

た（図 5)。

このことは以下のことを導く 。徳島県で大流域を形成
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屈4 推定に用い られた降雨パタン 12)
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図 5 宅地開発シナリオに基づく貯留餓変化 12)

する吉野川の治水で大きな役割を果たしているのは早明

浦ダム，那賀川では長安ロダムである。前者の洪水調整

容量は 9,000万 mJ13>, 後者は 1096万面である 叫 大

津田川流域の水田による一時的貯水量は，早明浦ダムの

1/90, 長安ロダムの 1/10となる。単純な想定が危険で

あることを承知の上で言うと， 2k面の水田域を持つ小

流域が 100程度あれば早明浦ダムの洪水調節機能と， 10

程度で長安ロダムのそれと同程度の機能が発揮されるこ

とになる。

2018年西日本豪雨では，小田川の決壊で真備町は大

きな被害を受けた。浸水域は，「浸水想定区域」とほぼ

一致していた。 氾濫域の水田を宅地転用したことが，災

害に会う危険性を高めたのだ。また，水田域での宅地開

発は貯水量を劇的に減少させもする（図 5)。小流域内

で留まる場を失った水は下流河川に流出し，結果的に，

下流域の治水安全度も下げることになる 鸞 岡山県での

例に限らず，徳島県の浸水想定区域内（図 6)でも，近年，

多くの水田が宅地に転換されている（図 7)15)。

4 水田が持つ生物多様性維持機能の見える化

(1) ナベヅルの越冬を支える水田

世界で 12000羽程度しか生息していないナベヅルのう

ち，約 10000羽 (90%)は鹿児島県出水市で越冬する。

そうした集中によって助長される感染症による絶滅リス

クを回避するため，環境省は「ナベヅル，マナヅルの新

越冬地形成等に関する基本的考え方 （案）」で，出水以

外の複数地域で安定的に 1000羽以上が越冬できるよう，

N
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図6 徳島県内の浸水想定区域 15)
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図7 浸水想定区域内の土地利用変化 15)

図8 越冬するナベヅルにと っての潜在的採餌適地 15)

新越冬地を形成してゆくとの目標を示した 叫

徳島県内でもナベヅルが水田等で採餌しながら越冬し

ていることが確認されている。日本野鳥の会徳島県支部

に提供していただいた越冬地（採餌場所）の記録と，地

形や土地利用情報から，越冬するナベヅルの潜在的な採

餌場所適地を推定したところ，その場所は広くまとまっ

た水田がある低平地であり（図 8).浸水想定区域（図 6)

とほぼ一致することが示された 叫 夏季，ナベヅルはア

ムール川流域の広大な氾濫原で繁殖する。そこから渡っ

てくるナベヅルの目には，氾濫リスクの高い場にある水

田が，生息に好適な場として映るのだろう 。

(2)湿性絶滅危惧植物の生育地としての水田

2018年の初夏と秋，研究室の学生たちと大津田川周

辺の水田域を歩いて回った。その結果，水田や畦等には，

ヒメミズワラビ，スズメハコベ， ミズマツバ， ウスゲチ
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図9 水田における湿性絶滅危惧植物の分布（黒丸）

ョウジタデ， ミズタカモジ等， 9種の絶滅危惧植物が全

域にわたって生育していることが確認された（図 9)。

当地は，その地形的特徴から 2年に 1回程度の高い頻

度で冠水する地域であるがゆえに叫多くの湿性絶滅危

惧植物の生育を可能にしているとも言えるだろう 。

ナベヅルも湿性絶滅危惧植物も，氾濫リスクの高い地

域の指標種となる。これらが存統し続けられる場を残し

ていくことは，洪水による人的被害の回避につながる。

5 おわり に

大津田川流域のように， 日本各地に分布する多数の小

流域の水田は，治水上，大きな機能を発揮 し続けてきて

いる。それは，農家が稲作を続けることで， 1年生草本

の湿地が維持されているから発現される機能である。耕

作をやめると植生遷移によって樹林化し，貯水機能が損

なわれると考えられるからだ。営農は，様々な生物を維

持することに役立つだけでなく si, 下流域都市の安全性

を高めることにも役立っていると言えるだろう 。だから，

市場を通して消費者が農家を支える仕組みや，公的な補

償制度等，社会構成員がそれらサービスを得続けるため

の対価（コスト）を支払ってゆける仕組みが必要だ。そ

うした仕組みづくりのために，生態系サービス間シナジ

ーで創出される複合的な価値を総合的に評価できる経済

的手法を確立することも重要である。
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〈https:/ /www.env.go.jp/press/files/j p/24629.pdf〉.
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